
 

 

愛知県図書館 ビジネス情報コーナーミニ展示 
 

http://

ビジネス情報コーナーから、就職、転職、面接・履歴書、

各種職業・資格、業界情報などに関する図書を展示･貸出し

ます（一部貸出できない資料があります）。 

 就職・転職について考えている方、仕事や資格について知

りたいと思っている方、ぜひ一度ご覧ください。 

 

             裏面で、展示する主な図書をご紹介します。⇒ 

 

                          
 

 

 

 

期 間：平成 25 年 7 月 12 日（金）～10 月 9 日（水） 

休館日：月曜日・第2木曜日 

ただし7月15日、9月16日、23日は開館、7月16日、9月17日、24日は休館 

場 所：愛知県図書館 ４階エレベーター前 

問い合わせ先 

   〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目９番３号 

愛知県図書館 サービス課 社会・自然・国際グループ 

TEL 052-212-2323 FAX 052-212-3674 

www.aichi-pref-library.jp/ 

 

交通のご案内 

○地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅下車  

８番出口から北へ徒歩５分 

○市バス幹名駅１系統・名駅１４系統 

「愛知県図書館」下車徒歩 3分 



愛知県図書館ビジネス情報コーナー　ミニ展示　職業資格の本 2013.07-2013.10

　　最近受入したものを中心に展示図書の一部をご紹介します。これ以外にも多数の図書を展示しています。

書名 著者 出版社 出版年 資料コード

世界一わかりやすい業界と職種がわかる本 '15 イノウ／編著 自由国民社 2013.6 ﾋﾐ 377.9 ｾｶ 1110660000

業界と職種がわかる本　'15年版 岸 健二／編 成美堂出版 2013.6 ﾋﾐ 377.9 ｷﾖ 1110655940

業界&職種研究ガイド　内定獲得のメソッド  '15 マイナビ 2013.5 ﾋﾐ 377.9 ｷﾖ 1110655930

就活のリアル　いまどき就活の歩き方 福与 弘己／著 中央経済社 2012.7 ﾋﾐ 377.9 ﾌｸ  1110467313

選ばれる人材になるための職業能力基礎講座 五日市 文雄／著 日経BP社 2012.12 ﾋﾐ 366.29 ｲﾂ 1110557260

「合う・合わない」で仕事は決めなさい 長谷 真吾／著 技術評論社 2012.7 ﾋﾐ 377.9 ﾊｾ 1110456712

女子学生のためのキャリア・ガイダンス 渡辺 峻／編著 中央経済社 2012.5 ﾋﾐ 377.9 ﾜﾀ 1110465159

朝日キーワード就職　最新時事用語&一般常識  2014 朝日新聞出版 2012.9 ﾋﾐ 814.7 ｱｻ 1110513452

失敗しない!転職の技術 高野 秀敏／著 高橋書店 2013.5 ﾋﾐ 366.29 ﾀｶ  1110659887

成功する40代・50代の転職術 佐々木 一美／著 日本実業出版社 2013.6 ﾋﾐ 366.29 ｻｻ 1110653257

履歴書いらずのソーシャルメディア転職術 臼井 隆宏／著 秀和システム 2012.6 ﾋﾐ 366.29 ｳｽ 1110435543

退職・転職を考えたらこの1冊 岡田 良則／著 自由国民社 2012.5 ﾋﾐ 366.2 ｵｶ 1110430780

普通のサラリーマンのためのグローバル転職ガイド 大石 哲之／著 東洋経済新報社 2013.5 ﾋﾐ 366.29 ｵｵ 1110631438

妻が再就職するとき　セカンド・チャンス社会へ 大沢 真知子／著 NTT出版 2012.8 ﾋﾐ 366.38 ｵｵ 1110481573

「58歳から65歳」こそ使えるハローワーク徹底活用術! 日向 咲嗣／著 朝日新聞出版 2012.3 ﾋﾐ 366.29 ﾋﾕ 1110379687

転職書類　WEBフォーム、履歴書、職務経歴書、添え状の書き方 細田 咲江／著 すばる舎 2013.1 ﾋﾑ 366.29 ﾎｿ 1110587509
正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方 就活フォーラム21／著 自由国民社 2012.2 ﾋﾑ 366.29 ｾｲ 1110410310

30代40代の転職採用を勝ち取る!面接テクニック 井上 隆一／著 秀和システム 2010.5 ﾋﾑ 366.29 ｲﾉ  1110132142

就職・転職に有利な女性の資格全ガイド　'14年版 成美堂出版 2013.1 ﾋﾒ 366.29 ｼﾕ 1110655921

知っておきたい業界別「仕事」を考える本 占部 礼二／著 ユーキャン学び出版 2013.4 ﾋﾒ 377.9 ｳﾗ 1110631652

ふむふむ　おしえて、お仕事! 三浦 しをん／[著] 新潮社 2011.6 ﾋﾒ 366.29 ﾐｳ  1110207726

やりたい仕事がある!　好きな仕事向いている仕事768職 池上 彰／編・著 小学館 2010.10 ﾋﾒ 366.29 ｲｹ 1110071950

新・臨床心理士になるために　平成24年版 日本臨床心理士資格認定協会／監修 誠信書房 2012.7 ﾋﾓ 146.89 ｼﾝ 1110490948

外交官の仕事がわかる本（公務員の仕事シリーズ） 法学書院 2012.2 ﾋﾓ 329.27 ｶｲ 1110358032

青年海外協力隊員になるには（なるにはBOOKS） 横山 和子／著 ぺりかん社 2013.4 ﾋﾓ 333.8 ﾖｺ  1110639070

新・中小企業診断士の実像 上井 光裕／著 同友館 2012.11 ﾋﾓ 335.35 ｼﾝ 1110539717

マスコミ就職読本　2014年度版　[全4冊] 創出版 2012.9 ﾋﾓ 361.45 ﾏｽ 1110567480

こんなにおもしろい社会保険労務士の仕事 竹内 睦／著 中央経済社 2010.7 ﾋﾓ 364.3 ﾀｹ 1110031453

介護・福祉の仕事がわかる本 結城 康博／編著 日本実業出版社 2012.2 ﾋﾓ 369.17 ｶｲ 1110338719

看護師（わたしの仕事） 近藤 隆雄／著 新水社 2013.3 ﾋﾓ 498.14 ｶﾝ 1110610901

環境の仕事大研究 安藤 眞／編 産学社 2012.1 ﾋﾓ 519.07 ｶﾝ 1110315563

建築学生のハローワーク 五十嵐 太郎／編 彰国社 2012.2 ﾋﾓ 520.9 ｹﾝ 1110339977

管理業務主任者の知識　平成24年度版 マンション管理業研究会／編著 住宅新報社 2012.7 ﾋﾓ 673.99 ｶﾝ 1110472500

農業者になるには（なるにはBOOKS） 佐藤 亮子／編著 ぺりかん社 2011.11 ﾋﾓ 611.7 ｻﾄ 1110289472

広告界就職ガイド　2014 宣伝会議 2012.11 ﾋﾓ 674.4 ｺｳ 1110567506

レストランで働く人たち（しごと場見学!） 戸田 恭子／著 ぺりかん社 2012.1 ﾋﾓ J673     ﾄﾀ  1110332134

音大生のための就職徹底ガイド 新村 昌子／著 ヤマハミュージックメディア 2011.9 ﾋﾓ 760.9 ﾆｲ 1110246420

各種職業・資格について

転職・再就職

請求記号

就職

面接の心得・履歴書の書き方

職業・資格全般
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